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世界トップレベル卓球選手の戦術の分析
―中国 F 選手と及び日本 H 選手― に対する考察
韓

馨宇

キーワード：卓球、三段統計法、戦術
An analysis of the tactics of the world's top table tennis players Considerations for
―China F players and Japan H players―
Xinyu Han
Abstract
Purpose：Compare F player and H players' characteristics of tactic, the techniques
used in the current table tennis game, and tactical winning discipline. Then, according
to the comparation, we hope to provide tactics and correct training directions for future
games. Methods：The study was conducted on the world's top male table tennis players,
F and H. Based on their domestic and international 16 games from 2017 to 2019. We
used literature review, video observation, three-step statistical method and comparative
analysis to summarize the situation and the shortage of F player and H player. Results
and Conclusion：We summarized the measures against the shortage of two players. ①
Serving the third ball is the most important part of the game. High quality serving of
the third ball is the winning point. Thus, it is necessary to consider the change of landing
point, rotation and course while maintaining the stability of serving. ② After backhand,
it is necessary to connect with the fourth ball, consider the landing point and when the
ball is returning. Observe the changes of course. ③ At the rally stage, it is necessary to
enhance the ability of change the situation from attacking to defensive. And suppress
opponents with landing point and speed. Take the initiative and become aggressive
in fast, strong, spinning and changing tactics. And try to lead the opponents to make
mistakes as you attack in succession. ④ In addition to tactics, mental and physical abilities
are also important points to win.
Key words: table tennis、three-step statistical method、techniques
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１．緒言

して優勝した。この 2 年間の一連の成績に

卓球は中国の国技であり、これまで中

よって、H 選手は中国の男子選手にとって

国人民に愛されながら長期に渡って世界の

最大の脅威となる外国人選手である。2020

トップレベルを保持してきた。そこでは、

年の東京五輪に伴い、自国開催の H 選手

コーチの指導と選手の厳しいトレーニン

は日本卓球男子チームのリーダーとして中

グ、そして卓球競技の実践的な科学研究が

国の男子卓球を脅かすであろう。H 選手は

競技力の維持・発展を支えてきた。国内と

2017 年 -2019 年の 3 年間で大きく成長し、

海外のトップレベル選手に対して継続的に

15 歳で日本男子チームの主力となった。

競技力の分析研究を積み重ね、実践におけ

F 選手と H 選手は 2018 年の国際大会で

る検証を踏まえることで、卓球競技の発展

2 度対戦しており、それぞれ 1 勝 1 敗であっ

傾向を見極めてきたのである。

た。今後、各国際大会で 2 人はさらに激し

中国の男子チームの絶対的な主力であ

い戦いを繰り広げることになる。

る F 選手は、現在、世界ランキング 1 位
２．研究目的

（2019 年 3 月現在）であり、2012 年に代表
入りして以来、重点育成選手としてここ数

世界卓球競技の変化と発展の中で、世界

年、国内と海外の各試合を経験したことで

のトップを狙うには卓球に対する意識を変

急成長している。2018 年の国際大会では

え、練習方法を改革する必要がある。

12 個の金メダルを獲得し、出場した 5 試

本研究は二人の世界トップクラスの選手

合の世界オープン戦の勝率は 100% に達し

「F 選手と H 選手」に対する競技の観察分

た。2019 年には世界卓球選手権大会「地

析を通して、二人の技術・戦術上の課題お

表十二強」に出場し、11 戦全勝で優勝した。

よび得点パターンを見出すことにより、今

2018 年から 2019 年初まで、ほぼ完璧なプ

後の卓球競技トレーニングへの提言を行お

レーで 2020 年東京オリンピックへの参加

うとするものである。

に自信を示している。
３．研究方法

15 歳の日本ジュニアの H 選手は、卓球

3.1

世界ランキング４位（2019 年 3 月現在）の

研究対象

選手である。2003 年生まれで、両親とも

本研究では、世界トップ男子卓球選手の

中国出身の卓球選手であり、その指導のも

F 選手とＨ選手を対象として、2017 年から

とで堅実な基礎トレーニングを経て成長し

2019 年までの 16 の試合の国内と海外の技

てきた。2017 年チェコオープンでは、決

術と戦術に基づいて、実際の映像情報を元

勝でドイツの強豪ポール選手を 4-2 で下し

に観察分析を行った。

た。最年少でオープンシニア部門、男子シ
ングルスで優勝、2018 年、馬龍選手と張

3.2

継科選手を破り（二人共世界ランキング一

3.2.1

研究手段
文献法

位）、日本オープン男子シングルでも優勝

本研究のテーマに応じて、中国情報ネッ

した。2018 年度ツアーファイナル男子シ

トワークや、各種検索情報を用いてサーブ

ングルス決勝では、林高遠選手を下して優

技術や戦術に関する先行研究調査を行い、

勝し、大会史上最年少シングルス優勝であ

卓球競技者としての著者自身の運動経験を

る。2019 年の日本の十二強戦では 4-0 で

踏まえた反省分析を加えた上で本文考察の

日本男子代表の「前覇者」水谷隼選手を制

ための基礎資料と理論根拠を提供した。
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3.2.2

ビデオ観察方法

＋失点）/（総得点＋総失点）× 100％

ここでは、2017 年から 2019 年までの国

呉煥群らによる長期的研究成果によれ

際試合について、ビデオ観察分析法を用い

ば、現在最も権威のある卓球選手のシング

て 1 人あたり 16 ゲーム、F 選手と H 選手

ルス決勝モデルは表 3 に示す通りである。

で 32 試合を選択し、各ゲームにおける客

3.2.4

比較分析法

観情報及び技術的・戦術的な指標について

ここでは F 選手とＨ選手の試合の各種

記録・分析する。結果をより直感的かつ客

データについて、それぞれの選手のサービ

観的に示すために、それぞれの選手には左

ス三球目攻撃、レシーブ四球目、ラリーの

利きと右利きの対戦プレーヤーを 8 ゲーム

技術と戦術の特徴を比較分析した。また、

ずつ選択した。

それぞれの選手の左利き選手と右利き選手

合計 32 ゲームのビデオによる分析デー

に対する戦術の詳細内容を比較分析した。

タは、Excel データベースに取り込み分類・
整理され、視覚的チャートに表示して比較

４．結果と考察

考察を容易にした。

4.1

3.2.3

4.1.1

三段統計法

F 選手と H 選手の技術と戦術
三段局面における全体状況

三段統計法とは、選手が一試合で使う各

F 選手のサーブ攻撃の使用率はやや低

種技術について、サービス三球目攻撃（一

いものの、得点率は良好なレベルに達して

球目と三球目）、レシーブ四球目攻撃（二

いる。このことはサーブの際、極端な攻撃

球目と四球目）、ラリー（五球目と五球目

志向ではないことを示している。Ｈ選手は

以降）の、を三つの局面に分け、各局面で

サーブ三球目攻撃の使用率は高いが、得点

の使用率と得点率を統計的な処理によって

率は高いとは言えない。ビデオを詳細に観

比較し、その結果に基づいてそれぞれの選

察すると、Ｈ選手はサーブ三球目で攻めよ

手の技術面、戦術面における特徴を分析す

うとする意思が明確に現れている。その打

るものである。処理には以下の式を採用し

球の回転は速く、サイドスピンがかかって

た。

いるため速攻チャンスに繋がるものの、三

サーブ三球目攻めの得点率＝サーブ三球

球目攻撃のクオリティを求めすぎることで

目攻めの合計得点 /（サーブ三球目攻めの

自ら得点のチャンスを失うことが多く見ら

得点＋失点）× 100％

れる。

サーブ三球目攻めの使用率＝（サーブ三

F 選手はサーブ三球目の攻撃意識が受動

球目攻めの得点＋失点）/（総得点＋総失点）

的なのだが、得点の安定性は比較的高い。

× 100％

今後、得点率の確保と同時にサーブ攻撃の

レシープ攻めの得点率＝レシープ攻めの

使用率を高め、レシーブ攻撃の際は、例え

合計得点 /（レシープ攻めの得点＋失点）

ばフリックなどのレシーブ技術による変化

× 100％

を用いることによって相手のサーブを潰す

レシープ攻めの使用率＝（レシープ攻

必要がある。

めの得点＋失点）/（総得点＋総失点）×

ラリー段階ではフォアハンドとバックハ

100％

ンドのループクオリティを上げることで相

ラリー段階得点率＝ラリー段階の合計得

手の攻撃を抑え、自らコースを変えて相手

点 /（ラリー段階の得点＋失点）× 100％

を走らせ、返球のクオリティを低くさせる

ラリー段階使用率＝（ラリー段階の得点

戦術を用いることが重要になる。
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Ｈ選手は最初の三球目の優位性を生かす

目のサーブ攻撃戦術の使用率がサーブコン

ためには、レシーブ攻撃による積極的な得

トロールする時とサーブ攻撃される時より

点獲得が望まれる。同時に、サーブ三球目

もはるかに高い。そこではサーブ三球目の

における自らのミス回数を減らし、レシー

際に自ら攻撃することが多く、一定のコン

ブ二球目と四球目の繋がりを改善する必要

トロールが確保されている。

がある。

異なる点は F 選手のサーブ攻撃の使用

ラリー段階に入った際には、スピードを

率が 54.66％で、Ｈ選手の 61.76％より低い

生かした勝負が効果的な戦法となる。しか

ものの、サーブ攻撃の得点率は 64.87％で、

し、フォアハンドとバックハンドの動きが

Ｈ選手の 55.16％より高い。これは F 選手

小さく、その切り替えは速いものの、一球

三球目攻撃の意識がＨ選手より低いもの

目のクオリティの低さが問題である。

の、サーブ攻撃の戦術が合理的で、チャン

4.1.2

スを把握する能力も高い。Ｈ選手は攻撃に

F 選手とＨ選手の具体的戦術

両選手は試合中、サーブによる直接的な

は積極的だが、レシーブのコース及び回転

得点が一定割合を占めている。サーブ三球

についてはまだ判断が曖昧であり、三球目

目ではサーブ攻撃で得点することが多く、

攻撃のミスが比較的多い。サーブ攻撃され

二人の一球目得点率は 95.45％と 94.44％で

たとき、二人の使用率はほぼ同じだが、一

ある。二人のサーブクオリティは高く、ミ

球目の得点率では F 選手は僅か 3.23％で、

スが少ないことがわかる。

Ｈ選手の 10.53％より低くなっている。

両者の違いは F 選手がサーブ一球目と

4.1.4 レ シーブ攻撃と四球目攻撃の具体

三球目の回数がＨ選手より少ないことにあ

的な戦術

る。Ｈ選手のサーブ三球目攻撃は全力で相

表 9 では F 選手がレシーブ二球目の使

手に攻め込むため、そこでは高度な正確性

用率がＨ選手より低く、四球目の使用率が

が求められ、その分、ミスすることも多い。

高いことから、F 選手はサーブの安定性と

F 選手の三球目得点率は 59.93％で、Ｈ

四球目の繋がりを重視しており、Ｈ選手は

選手の 51.87％より高い。ビデオ観察分析

レシーブのクオリティを重視して、レシー

によると、バックスピンが頻繁なことに加

ブコースの変化によって直接得点している

えアークが低く、相手を惑わしていること

ことがわかる。

が特徴的で、相手は上手く先読み判断がで

得点率から見た場合、二人の二球目得点

きないためにミスすることが多く、サーブ

率はほぼ同じで、ともに 60.00％を上回っ

三球目攻撃でチャンスを作り出している。

ている。そして二人ともサーブ技術ではチ

Ｈ選手のサーブは回転が速いが、サイド

キータをメインとし、ショートボールをレ

スピンの回数が F 選手より少ないため、相

シーブする時に攻撃に変えることで、試合

手がレシーブする際のチャンスボールは少

の主導権を握っている。二人とも相手の回

ない。そしてサーブの多くはコースコント

転ボールとコースの先読み判断ができてい

ロールされ、簡単に返球されはしないもの

て、相手のサーブの変化に対して積極的に

の、自ら三球目のミスが多い。

対応できていることもわかる。F 選手の四

4.1.3

球目の得点率は 39.74％であり、Ｈ選手の

三球目の比較

表 8 からは、両選手の三球目使用率がほ

36.64％を上回っている。これは F 選手が

ぼ変わりがなく、一球目の得点率では F 選

レシーブ攻撃のときに二球目と四球目の戦

手の方が高い。具体的には、二人とも三球

術を合理的に遂行しているために安定性が
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高いものと思われる。

対してはバックハンドの直接得点率が右利

4.1.5

き選手に比べて高い。

レシーブの状況の比較

レシーブ力については二人とも優れてお

これはＨ選手の左利き選手に対するフォ

り、一球目の得点率は相当なレベルに達し

アハンドショートサービスの威嚇効果が大

ているのだが、Ｈ選手はレシーブの際に、

きく、左利き選手がそれをレシーブする時、

より攻撃を重視している。しかし一旦ラ

回転の判断がつかないことで、ミスを誘う

リー段階に入ると、彼の身体能力はまだ不

ことになる。

十分で受身状態に落ちることも多く、攻撃

様々なラケットの持ち方をする選手に対

意識の必要性は F 選手よりも高い。

しては、主にショートサービスを使い、そ

二人のレシーブコントロールの際の高得

の次はバックハンドロングサービスを使っ

点率は、前陣ボールに対する処理能力の高

ている。F 選手の場合、ミドルショートサー

さを示しており、クオリティの高いストッ

ビスとバックハンドショートサービスの総

プ技術で相手をコントロールすることによ

使用率がＨ選手より高く、フォアハンドの

り、ラリー間の攻撃の際に直接得点してい

総使用率がＨ選手より低いことが特徴的で

ることがわかる。

ある。

4.2

4.3

ラリーの具体的な戦術

4.2.1

ラリー間のフォア・ハンド・バック

左右の選手の技能と戦術の比較分析

4.3.1 左 利きと右利きの選手三段の全体

ハンドのサイド状況

状況

F 選手はラリーの際、ラスト一本のフォ

サーブ三球目攻撃の際、F 選手は左利き

アハンドとバックハンドの使用率がＨ選手

選手に対する使用率が中間レベルだが、得

より低いのだが、得点率はより高くなって

点率は低くない。また、右利き選手に対す

いることがわかる。これは F 選手のラリー

る使用率は低く、得点率も極めて高いレベ

段階におけるフォアハンドとバックハンド

ルに達している。これは F 選手が右利き選

の安定性がＨ選手より高いことに起因して

手と対戦する際に、サーブ三球目攻撃の戦

いる。Ｈ選手はフォアハンドの力不足を補

術を先読みし、サーブはアンダースピンを

うため、ラリーの際は手首を酷使すること

主として、相手がストップで返してきても

になり、ミスの頻度が高い。サイドからの

ストップで返すことが多く、あまり攻撃は

回り込みは卓球選手の先読み、定位感、フォ

しない。しかし、チャンスボールと予測し

アハンド能力など、優れた攻撃力を必要と

たときは、思い切って三球目攻撃に踏み切

する。ラスト一本のサイド回り込みの使用

り、成功率も高い。

率と得点率を見ると、F 選手のほうがより

F 選手は多様なラケットの持ち方をする

積極的な傾向が見られ、いい結果を収めて

選手に対するレシーブ攻撃の使用率が勝ち

いる。

モードより高く、得点率は良好なレベルに

Ｈ選手の左利き選手と右利き選手との対

達している。

戦から分かることは、左利き選手にフォア

Ｈ選手がサーブ三球目攻めの際は、左利

ハンドショートサービスの総使用率及び直

き選手に対する使用率が高く、右利き選手

接得点率は右利き選手より高く、三つのミ

に対する使用率は中間レベルである。得点

ドルボールコースの総使用率及び直接得点

率では、左利き選手に対する評価が高く、

率は右利き選手よりも低く、左利き選手に

右利き選手に対する評価が低いのだがレ
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シーブ攻撃の使用率が中間レベルを超えて

ブの際の着地点とコース判断がより正確な

いる。

ことである。左利き選手と右利き選手に対
するレシーブコースと着地点の違いがある

4.4
4.4.1

異 なった選手に対するサーブ三球目

ため、Ｈ選手は右利き選手が返した球の特

戦術

徴を掴み、攻撃チャンスがなければコント

サービスの回転特性の比較

ロール技術で繋ぎ、三球目戦術の安定性と

F 選手の左利き選手と右利き選手に対

合理性を高めるべきであろう。

するサーブ総使用率で最も高いのはフォア

4.4.3

レシーブ戦術状況比較

ハンドサイドアンダースピン / アンダース

二人とも右利き選手に対するレシーブ攻

ピンであり、サーブ三球目攻撃は主にアン

撃の使用率は左利き選手より高く、レシー

ダースピンで攻めてチャンスを狙っている

ブコントロールの使用率は左利き選手より

ことがわかる。右利き選手に対する逆サイ

低い。二人とも右利き選手に対するレシー

ドスピンの使用率は左利き選手に対するも

ブ攻撃の得点率は左利き選手よりも高く、

のより高いことから、右利き選手に対して

F 選手は右利き選手に対するレシーブコン

逆サイドスピンで攻める技術が左利き選手

トロールの得点率が左利き選手より低い。

より安定していることがわかる。

Ｈ選手は右利き選手に対するレシーブコン

Ｈ選手のトップスピンと無回転ボールの

トロールの得点率が左利き選手より高く、

総使用率が F 選手より高いことから、Ｈ選

コントロール率も高くなっている。

手はサーブ三球目攻撃の戦術によって、最

4.4.4 異 なる選手に対するラリーの最後

初の 3 球を迅速にトップスピンに変え、速

の球目戦術

いスピードで主導権をとっている。そして

F 選手は異なったラケットの持ち方をす

相手がトップスピンと無回転ボールに対す

る選手に対しては、ラスト一本のコース変

る判断ミスをすることで、三球目をチャン

化が対角を主とし、次に直線で、ミドルが

スボールとして、得点に結びつけている。

最も少ない。そしてラリー段階のラスト一

4.4.2

本では、上記三つの方法の使用率がほぼ同

三球目戦術の比較

F 選手の右利き選手に対するサーブ攻

じことから、F 選手は相手が左利きでも右

撃とサーブコントロールの使用率及び得点

利きでも、コース変化がないことがわかる。

率は左利き選手よりも高く、右利き選手に

左利き選手には対角とミドルの効果が右利

サーブ攻撃されたときの使用率は左利き選

き選手より高いことから、彼が左利き選手

手よりも低いのだが、得点率は高い。

と対戦する時、フォアハンドとバックハン

Ｈ選手の左利き選手に対するサーブ攻

ドの角度を調整し、そしてミドルを合わせ

撃の使用率と得点率は右利き選手よりも高

て、相手を圧制していることがわかる。F

く、サーブコントロールとサーブ攻撃の際

選手はラリー段階で相手のコース変化への

の使用率及び得点率は右利き選手より低

対応に変わりがなく、対角コースの使用率

い。二人のサーブ戦術を分析すると、三球

と得点率はＨ選手よりも高い。ラリー段階

目サーブ攻撃の使用率はサーブコントロー

では一球目に高いクオリティが求められる

ルとサーブ攻撃を受けたときよりも明らか

ことから、対角コースを使うことが有利で

に高く、二人とも積極的に三球目技術を運

あると考えられる。

用していることがわかる。異なっている
のは F 選手が右利き選手に対するレシー
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５．結論

性のあるラリーに引き継ぐスタイルで、

考察結果を踏まえ、F 選手とＨ選手の競

特にバックハンドチキータの成功率とク

技の特徴及び課題は下記のように指摘でき

オリティが高い。

るであろう。

④レシーブ二球目攻撃では、手段が豊富で
コース変化も多彩で、主な得点戦術は

・F 選手の特徴

サーブ攻撃である。

①レシーブ攻撃は最も積極的で、使用率も

⑤攻撃意識が高く、特に右利き選手に対し

得点率も高く、主な得点手段となってい

て、レシーブ二球目攻撃のクオリティが

る。

より高い。

②レシーブ技術の熟練度は高く、直接的レ

⑥ラリー段階では右利き選手に対するバッ

シーブ攻撃を仕掛け、または相手のサー

クハンドを直線に変える技術に優れてい

ブ攻撃を潰し、攻撃のチャンスを作り出

る。

している。

・H 選手の課題

③レシーブでは主にチキータが使われ、二

①ラリーでは受身状態に陥りがちで、コー

球目と四球目の繋がりが最も重視されて

ス変化により揺さぶられることが多い

いる。

②守 備から攻撃に変える切替能力が不足

④左利き選手に対するレシーブ攻撃が右利

し、ロングボールとショートボールの組

き選手よりも積極的である。

合せに対する変化への対応性が足りな

⑤ラリー段階におけるフォアハンドとバッ

い。

クハンドの技術力が高く、継続力も高い。

③ラリー段階では、左利き選手が返す球の

⑥サーブ攻撃は受動的だが、サーブ三球目

コース変化に不慣れで、巻き返すスピー

攻撃のフォアハンド・バックハンドがハ

ドが出せないまま、全体的にいい結果が

イレベルの安定性のもとに行われてい

出せていない。

る。

④ラリーではバックハンドに頼りすぎてお

⑦ラスト一本はラリーがメインである。

り、フォアハンドラリーは速いスピード

・F 選手の課題性

で繋げていながら、いい結果に繋がって

①サーブ三球目攻めに積極性がなく、受動

いない。

的で、打球の安定性も高くない。

⑤ラスト一本では受身状態に陥ることが多

②サーブの回転と着地点の先読みが不十分

い。

なために、攻撃され失点につながること
がある。

そして、二人の選手の課題に対する、対

③ラスト一本はラリーがメインだが、コー

策もまとめてみた。

ス変化が無いため、全体のクオリティが

①サーブ三球目攻撃によってチャンスが生

高くない。

まれ、得点率を上げることができるため、

・H 選手の特徴

クオリティの高いサーブと三球目の繋が

①サーブのクオリティが高く、攻めも積極

りが勝ちポイントとなる。サーブの安定

的で、連続攻撃が可能

性を保ちつつ、着地点、回転及びコース

②レシーブ攻撃でラリー段階に引継ぎ、連

の変化の正確な先読みが必要となる。

続攻撃力が高くスピードも速い。

②レシーブ攻撃には積極性が必要で、綿密

③最初の三球目の積極的攻撃で、速い連続

な戦術のもと、相手のサーブ攻撃を封じ
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馨宇

込める必要があり、コントロールしなが

究 [M]. 北京 : 人民体育出版社，1982:

ら、激しくさせていくことが求められる。

67.

バックハンドチキータの際は、四球目と

［ 6 ］田 麦久 . 运动训练科学化探索 [M]．

の繋がりを保ち、返球の着地点、コース

北京 : 人民体育出版社 , 1988.

変化の先読みを試みることが必要。

［ 7 ］徐本力 . 运动训练学 [M]. 济南 : 山东

③ラリー段階では、攻撃から守備に切り替

出版社 , 1990.

える能力を高め、着地点と速度の変化で

［ 8 ］刘建和 . 乒乓球教学与训练 [M]. 北京：

相手を圧制することが必要。主導権を握

人民体育出版社 , 2004.

り、変化する速度、強度、回転力、そし

［ 9 ］蔡继玲 , 吴修文等 . 乒乓球 [M]. 北京 :

て戦術を積極的に対応させ、連続攻撃を

北京体育大学出版社 , 2002: 307.

する中で、コース変化を試み、相手を動

［10］乔 孟杰 . 优秀男女横板乒乓球运动员

かしてミスを誘うことが有効と思われ

技战术运用特征的对比分析 [D]. 北京

る。

体育大学 ,

④戦術以外にも、メンタルや身体能力など

［11］张 瑛秋 . 中国优秀青年乒乓球运动员

もポイントとなる。リーチボールと決勝

技术特征分析 [J]. 天津体育学院学报 .

セット時の心理変化を読み取り、適正な

2005, (5): 22-24.

対応が必要であり、メンタル訓練も練習

［12］吴焕群 . 乒乓球记录统计方法 [M]. 北

の重要な一環と考えるべきで、一球ごと

京 : 人民体育出版社 , 1963.

の冷静な判断が不可欠である。

［13］张 瑛秋 . 乒乓球运动员技战术训练质

本研究を終えて、この二人の選手にはこ

量定量研究 [J]. 天津体育学院学报 ,

れからの試合でいい成績を収めることを期

2006, (04): 306-309.

待している。そして、本研究が男子卓球の

［14］朱 晓睿 . 对中国优秀男子乒乓球运动

発展や科学的な理論に少しでも参考になれ

员比赛中的技战术衔接特征分析 [D].

れば嬉しい限りである。各レベル各学校の

北京体育大学 , 2017.

卓球チーム及びアマチュアチームが今後の

［15］周星栋 , 秦帅江 , 曾橙橙 . 樊振东接发

試合で戦術の、そして正しい練習方針の参

球拧拉技术运用特征研究 [J]. 辽宁体

考となれば幸いである。

育科技 , 2016, 38(01): 107-110.
［16］田佳兴 , 吴亭亭 , 肖丹丹 . 2018 世界杯
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